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部総会に参加させていただきました。どの支部にお

第４回同窓会全国支部長、
代表者会議及び
平成25年度同窓会総会報告

いても、和気藹藹とした雰囲気の中で各会員が近況
や意見を述べられ、相互の親睦を深めていました。
これからも山中、森川両先輩と同じ姿勢を受け継い
でゆきたいと思います。

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会長

支部の構成には、都道府県別支部、地域別（群馬

飯野 佑一（昭46卒）

県内）支部、機関別（病院別）支部の３種類ありま
平成25年10月５日16時より、刀城会館において

す。いろいろな支部相互の交流と親睦をはかり、そ

第４回群馬大学医学部同窓会全国支部長、代表者会

の意見を反映させて同窓会全体の発展を図るためで

議及び平成25年度同窓会総会が開催されました。

す。今回、白倉幹事長の司会で会議が進められ、３

私が同窓会長に就任して初めての会議と総会でした。

種類の異なった立場の支部長（16名）から各支部

Ⅰ）第４回同窓会全国支部長、代表者会議

の現況や反省点なども含めた活動報告と今後の改善

第１回の全国支部長、支部代表者会議が開催され

策や活動方針などについて意見が述べられました。

たのは平成19（2007）年９月で、山中先生が同窓

埼玉支部、東京支部、福島支部、長野支部からの参

会長の時でありました。山中先生は支部の活性化に

加もあり、貴重な意見をうかがう事が出来ました。

尽力され、次の森川会長も更に力を注がれました。

県内の支部からも参加者が少ないという共通の意見

同窓会支部長、支部代表者会議要項をみますと、第

が述べられ、今後の課題が浮き彫りになりました。

１条に群馬大学同窓会全国支部長、代表者会議は同

特に群馬大学医学部現職の出席者から群馬大学医学

窓会支部間における交流、親睦を通じて、同窓会の

部教授層（群馬大学医学部卒）の出席が少ないとの

発展に寄与することを目的とするとあります。この

指摘がありましたので、今後ご協力のほどよろしく

ことからも本会議が同窓会の発展にいかに重要であ

お願いいたします。

るかわかります。私も同窓会長に就任してまだ１年

Ⅱ）平成25年度同窓会総会

足らずですが、東京支部総会、四国瀬戸内海沿岸支
部総会、太田館林支部総会、前橋支部総会、渋川支

白倉幹事長の総合司会で総会が進められました。
梅枝副会長の開会宣言で始まり、関根芳岳先生（平

同窓会総会（平成25年10月５日 刀城会館）
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成12年卒、泌尿器科学）が議長に、宮沢慶行先生

て小山副会長より説明があり、承認されました。

（平成18年卒、泌尿器科学）が書記にそれぞれ指名

25年度の事業計画の中には、新たに一般社団法人

され、承認されました。以後関根議長の司会のもと

群馬大学工業会（群馬大学工学部・理工学部同窓会）

会議が進行しました。まず、24年度の物故会員43

との合同講演会が組み込まれています。２回ほど刀

名の名前が読み上げられ、黙祷がささげられました。

城クラブと工業会の代表者［２回目は教育学部同窓

次に飯野同窓会長より同窓会員の皆様に同窓会への

会も参加］が情報交換会で詰めた結果です。それぞ

ご支援、御鞭撻に対する御礼の挨拶がありました。

れの同窓会はもちろんのこと、大局的な立場に立っ

次に西松副会長より地域医療貢献賞受賞者５名｛富

て群馬大学を考えてゆく意味で今後の活動に期待し

沢

たいと思います。次に、平成25年度の予算案につ

隆先生［昭25卒］86歳、大川

章先生［昭30

卒］83歳、橋本省三先生［昭34卒］79歳（欠席）、

いて柳川会計役員より説明があり、承認されました。

剱持公夫先生［昭36卒］78歳、管野拓勇先生［昭

最後は、梅枝副会長の閉会宣言で総会を終了しまし

45卒］69歳}の紹介があり、飯野同窓会長より表彰

た。

状と記念品が授与されました。また、北関東医学会

Ⅲ）懇親会

同窓会推薦講演者２名｛堀口

淳先生［昭61卒］

平成25年度同窓会総会と全国支部長・代表者会

臓器病態外科学、大山良雄先生（昭63卒）総合医

議の合同懇親会が医学部刀城会館ホールⅠにおい

療学｝に対し、同窓会長より感謝状と記念品が授与

て、18時より開催されました。白倉幹事長司会の

されました。

もと、和やかな雰囲気で会員相互の親睦を深めるこ

次に小山副会長より平成24年度同窓会事業報告

とができました。会の中で、一般財団法人、群馬健

がありました。また、森川理事長より一般財団法人

康医学振興会理事長、前同窓会長であります森川先

群馬健康医学振興会理事会、評議委員会について及

生より３名の先生方（奈良純夫先生、昭和31年卒）
、

び役員氏名について報告があり、白倉常務理事から

［饗場庄一先生、昭和31年卒］、［山中英壽先生、昭

は一般財団法人における平成24年度事業実績及び

和39年卒、欠席］に対して歴代理事長顕彰が行わ

平成25年度研究助成金、平成25年度事業計画につ

れました。また地域医療貢献賞受賞者の先生方から

いての説明がありました。協議事項として柳川会計

ご挨拶をいただきました。

役員より平成24年度の同窓会収支決算書について

欲を言えば、来年からは１年を締めくくる総会後

説明があり、鈴木監事による監査報告後承認されま

の懇親会にもう少し多くの会員が参加して下さるこ

した。引き続き平成25年度同窓会事業計画につい

とを期待しています。

フローオーケストラ＆コーラス（懇親会にて）
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援助を例年どおり行いました。

平成25年度
同窓会総会報告

５）定年退任教授の記念送別会
平成25年３月７日に中里洋一教授、岡本幸一教
授、三國雅彦教授、森昌朋教授、酒巻哲夫教授の退

幹事長

任記念送別会が刀城会館で開催され、多数の参加者

白倉 賢二（昭50卒）

がありました。
６）卒業時表彰の実施
平成25年３月22日卒業謝恩会で卒業生６人に表

平成25年度同窓会総会が10月５日（土）刀城会
館にて開催されました。議長団は器官代謝制御学講

彰状と記念品を贈呈しました。

座泌尿器科学が担当し、議長に関根芳岳氏（平12

７）卒業生への記念品贈呈
卒業生全員にネクタイピン（男性）、バッジ（女

卒）、書記は宮澤慶行氏（平18卒）が選出され、議

性）を贈呈しました。

事を進めていただきました。
総会は議事次第にのっとり、この１年間に物故さ

８）新入生との懇談会
平成25年４月６日刀城会館において新入生・学

れた会員に黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りいたしまし

士編入生歓迎オリエンテーションが開催され、先生

た。次いで、飯野会長から挨拶がありました。
続いて、議長の司会により報告事項と議事の審議

方と新入生の間で同窓会の紹介や質疑応答が活発に

が行われ、原案どおりすべての議案が承認されまし

行われ親睦が深められました。

た。以下、各議事について概説いたします。

９）医学部代表者との懇談会

第１号議案：平成24年度事業報告（24.７.１〜25.

10）新任教授との懇談会
平成25年２月14日石井ホールにおいて、学長は

６.30）について
１．会員状況

正会員5,661人、名誉会員17人、特

じめ同窓会長以下同窓会役員、新任教授が出席し、
それぞれの立場から意見交換がなされ、有意義な懇

別会員71人、準会員４人 計5,753人。
２．支部の異動 平成25年10月現在なし。

談会が行われました。

３．事 業

11）奨学補助金の実施（交換学生並びに学術集会）
医学部の交換学生旅費、学術集会に対して例年ど

１）北関東医学会の共催
第59回北関東医学会総会が平成24年９月27日、

おり補助を行いました。

28日に刀城会館において開催され、同窓会推薦講

12）一般財団法人群馬健康医学振興会活動への協力

演は、石塚全氏、門井雄司氏により９月27日に行

森川理事長から理事会・評議員会および役員につ

われました。

いての報告があった。また、平成24年度の事業活

２）同窓会会報の発行

動並びに平成25年度研究助成金、継続して平成２

刀城クラブ会報は第226号、227号（特別号）、

５年度の事業計画について、白倉常務理事から報告

228号、229号、230号が刊行されました。

がありました。

３）会員名簿の発行

13）その他
役員会（役員会12回、委員会26回）について、

平成24年度版会員名簿が12月３日発行された。

小山副会長から平成24年度事業報告の説明があり、

４）学友会並びに医学部等の援助
交換留学生との交流会援助、学会補助等の財政的

異議なく承認されました。
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あり、異議なく承認されました。
その他として、西松副会長から平成24年度地域

認を求める件について
柳川役員（会計）から平成24年度一般会計収支

医療貢献賞の選考についての説明と受賞者の紹介が

決算及び表彰・奨学金収支決算の説明があり、鈴木

あり、飯野会長より下記の５名の先生に表彰状と記

役員（会計監査）の監査報告の後、異議なく承認さ

念品が贈呈されました。
富澤

れました。

隆先生、大川

章先生

橋本 省三先生、釼持 公夫先生

第３号議案：平成25年度事業計画について

菅野 拓勇先生

小山副会長から事業計画について提案があり、異
議なく承認されました。

続いて、飯野会長から北関東医学会同窓会推薦講
演された下記の２名の先生に感謝状と刀城楯が贈呈

第４号議案：平成25年度予算案について

されました。

柳川役員（会計）から平成25年度一般会計収支

臓器病態外科学 堀口

予算案及び表彰・奨学金収支予算案について提案が

総 合 医 療 学 大山 良雄 先生

１年間の物故会員（卒年順）
正 会 員

八 代

毅 先生（昭32卒）

佐 藤

正 先生（昭23卒）

佐 藤 泰 義 先生（昭32卒）

塚 越

昇 先生（昭23卒）

佐 藤 恒 治 先生（昭33卒）

津 田 醇 一 先生（昭23卒）

設 楽

馬 場 勇 次 先生（昭23卒）

篠 原 寛 休 先生（昭35卒）

河 本 雄一郎 先生（昭23卒）

小 林 邦 雄 先生（昭35卒）

町 田 正 治 先生（昭23卒）

洞 口 龍 夫 先生（昭36卒）

中 田 貞 夫 先生（昭24卒）

川 端 五十鈴 先生（昭36卒）

小 針 慶 治 先生（昭24卒）

倉 茂 達 徳 先生（昭37卒）

海 野

進 先生（昭24卒）

小島原 将 保 先生（昭38卒）

今 井 衆 司 先生（昭24卒）

加 藤 正 臣 先生（昭38卒）

辻 村

啓 先生（昭24卒）

石 崎 高 志 先生（昭38卒）

上 原 一 夫 先生（昭25卒）

稲 村 信 正 先生（昭40卒）

鈴 木

植 原 千 明 先生（昭40卒）

和 先生（昭25卒）

健 先生（昭34卒）

石 原 清 美 先生（昭25卒）

割 田

山 浦 伯 雄 先生（昭25卒）

飯 塚 益 生 先生（昭40卒）

村 本 守 司 先生（昭25卒）

戸 澤 隆 司 先生（昭41卒）

外 山

登 先生（昭25卒）

松 沢 一 夫 先生（昭50卒）

塩 田 光 男 先生（昭28卒）

神 尾 政 志 先生（昭53卒）

深 井 孝 治 先生（昭29卒）

石 井

宏 先生（昭40卒）

朗 先生（昭58卒）

小 倉 和 義 先生（昭29卒）
見 城 武三郎 先生（昭30卒）

名誉会員

柴 崎

辻

晋 先生（昭31卒）
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新任教授紹介

「がん治療開発の
新展開をもとめて」
がん治療臨床開発学講座
特任教授

浅尾 高行（昭58卒）

就任のご挨拶を申し上げます。この度、８月１日
付で群馬大学大学院医学系研究科がん治療臨床開発
学講座教授を拝命いたしました。約30年間お世話
になりました第一外科を離れての就任となります。
同窓の皆様には聞き慣れない講座と思いますが、こ
の講座は群馬大学におけるがん治療、がん専門教育
を推進する取組みの一環として新設された寄附講座
です。医学系研究科内の講座でありながら臨床開発
学という設立理念から、附属病院においても新たに
設置された先端医療科およびトランスレーショナル
リサーチセンターを中心として診療科の枠を超えた
診療を行っております。
がんの治療開発はこれまでも教室・診療科を中心
に行われ、多くの業績や優れた成績が積み重ねられ
てきたことは刀城クラブ会報などを通じてご存知の
ことと思います。がん治療の３つの柱である、化学
療法、放射線療法、手術療法は単独で行われること
はむしろ稀でこの３つ以外の治療法も含めて総合的
に行われることが当たり前になっています。特に進
行がんに対する治療では集学的・学際的ということ
ばが目新しかった時代は過去のものとなり、集学的
でないがん治療は今や存在しないと言っても過言で
はありません。この傾向は治療法にとどまらず、そ
の治療法の開発基盤にも影響を与え大きなパラダイ
ムシフトが起こっています。これまで、大学などの
研究室内だけで行われていた治療の開発は、教室か
ら大学内外、開発企業、医療機器メーカー、臨床試
験関連会社、特許事務所や知財センター、そして患
者さんも参加する複合的開発環境が整って初めて成
り立つ学問となりました。このような潮流のなかに
あって、がん治療開発学講座は領域、教室、診療科、
官民などの枠を超えた連携の上に、いち早く患者さ
んに有効な治療をお届けすることを講座の理念とし
て社会的責任を果たしてまいりたいと思います。
具体的にがん治療開発学が開発するのは、
１）がんの治療法の開発
２）がん治療を円滑に行うための治療システムの開発
３）がん治療を担う医療人の開発（育成）です。
がん治療法の開発は、まだ臨床には応用できない
診断法・治療法の基礎的な研究開発を行うと同時
に、成果を臨床に応用するための臨床試験の実施と
その支援を行うものです。その対象は抗がん薬、手
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術器具、手術法、放射線治療法の応用も含めた開発
になります。最近、群馬大学附属病院が数ある病院
の中から選ばれた５つの臨床試験中核病院の一つに
指定されましたので、病院におきましては先端医療
科として臨床試験部と協力しながら積極的に臨床試
験を進めていきます。
２番目のがん治療を円滑に進めるためのシステム
の開発は、地域連携や臨床試験の支援システムの開
発が主なものです。がんの地域連携や臨床試験のシ
ステム開発は全国的に遅れており、そのしわ寄せは
多忙な担当医師の労働環境の悪化に拍車をかけてい
ます。今年、群馬県が「がん治療技術地域活性化総
合特区」、いわゆるがん特区に認定されましたので
質の高い地域連携、臨床試験を支援するシステム開
発の環境は整っています。
以上のようながん治療体系を群馬大学内外に広げ
さらに未来に向けて継続的に発展させるためには、
がん治療を担う医療人の教育、育成が不可欠です。
がん治療の特殊性から職種などに限ることなく幅広
い人材の育成が求められます。チーム医療を担う医
療人、企業の開発者、病院の事務員、学生から大学
院生、社会人、がん専門病院から地域開業医までが
ん治療に携わるすべての人を対象とした幅広い人材
の育成を目指したいと思います。今年、地域オープ
ンイノベーション産学連携教育・研究プログラムを
群馬大学が採択しました。このプログラムとも連動
して共同展開したいと思います。
300名の教室員を抱える大教室から、極少人数の
教室に移りました。一流大手メーカーの技術者だっ
た八木啓太氏が自分の可能性を信じて企画から設
計、制作販売までを一人で行う、たった一人の電機
メーカーを立ち上げた時の、不安と夢が入り混じっ
た複雑な気持がよく理解できます。この教室は小さ
な新規の集団ですが、大教室にはない利点を持って
います。慣例にとらわれることなく柔軟な発想と即
決、即実行のフットワークの良さも最大限に利用し
ま す 。 幸 い 臨 床 開 発 学 （ Oncology Clinical
Development）というわかりやすい名称を与えて
いただきましたお陰で、これまで敷居が高かった、
しかし治療の開発には不可欠な多くの人たちとのつ
ながりができつつあります。人の Network 構築が
生命線となるベンチャー企業ならぬ「ベンチャー教
室」には大変ありがたい講座名を頂戴したと感謝し
ています。
社会貢献の精神を忘れることなく、患者さんにと
って有効な治療法とその環境をいち早く提供できる
よう精一杯努力し、この機会を与えていただいた多
くの方々の期待に応えるとともに、母校である群馬
大学に少しでもご恩返しができればと思います。群
馬大学刀城クラブの皆様におかれましてはこれまで
以上のご指導とご協力をお願い申し上げます。
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水
芭
蕉
女性医師シリーズ

40

卒業50年を振り返って
飯島 恊子（昭37卒）
昭和37年群馬大学医学部第八回生として卒業
し、インターン、国家試験の後、昭和38年医師
免許を取得し、松本清一教授のおられた産科婦人
科学教室に専攻生として入局いたしました。産婦
人科を選んだ理由は、女性特有の科であり、産科
では赤ちゃんの誕生に会える事、そしてまた外科
的手術も経験できるという２点でした。入局当時
の教室は教授の宿題報告が終わった直後でもあ
り、のんびりした空気が感じられました。５人同
時に入局しましたが、女性は私一人で、しかもこ
こ10年以上の間、女性医師が入局していません
でしたので受け入れて下さる先生方にも戸惑いが
あったのではと思います。当直のベッドにしても
検査室のコンクリートの床に置かれた検査用のベ
ッドを使用しました。当時は女性医師の当直室な
どありませんでした。
外来では、新患の予診とり、教授診察の書記を、
病室では分娩班、手術班に分かれて、オーベンの
指導の下に臨床経験を徐々に積んでいきました。
産婦の入院があれば分娩まで見届けるため、遅く
まで医局で待機した事もしばしばありました。９
月からは草津分院への出張が始まり、正常分娩も、
まして異常分娩も経験不足のまま、冬の草津に出
かけました。玉田助教授がおられましたが、不在
の事もあり一人で分娩や外来診療を担当した時に
は、不安もありましたが責任感も生まれた気がい
たします。現在の様な関連病院は少なく、要請の
あった所に、あちこちに出張するのが、４年位続
きました。５年目にやっと１年間群大病院で臨床
に携わる事ができました。この間に結婚、出産を
しまして、育児と仕事を家庭と忙しい時間を過ご
しました。第一子を出産した時は、ちょうど群大
病院内に保育施設ができ、運良く生後３ヶ月の乳
児を預かっていただく事ができ、仕事も続けられ
ましたが、定時に帰る事ができない時は二重保育

平成25年(2013年)12月15日

も選択せざるを得ませんでした。
開業を目指していましたので、臨床経験をもっ
と積みたいと思い、昭和43年に群馬中央総合病
院産婦人科に就職いたしました。分娩数も手術数
も多く、豊富な症例を経験しましたが、当直の時
など、ほんの仮眠をとるだけの事もありました。
45年に第二子を出産しましたが、私自身の環境
の変化もあり開業をあきらめ、勤務医として定年
まで働こうと目標を変えました。子供は就学前は
保育園で、就学後は学童保育で面倒をみてもらい
ながら、当直や手術日等には別にベビーシッター
をお願いして、子どもたちの世話を頼んで仕事を
続けました。時には緊急手術などで夜中に呼び出
されたり、出かけた先にポケベルが鳴り、引き返
した時もありましたが、産婦人科医として患者の
ためにできるだけの事をしたいという充実感と満
足感を感じておりました。群中在勤中には、出産
時、肝炎で入院、手術入院と野上部長はじめ諸先
生方、そして大学の医局の先生方にも力をお借り
しながら大過なく、60歳定年まで務めることが
でき、先生方にはもちろんの事、子どもたちの成
長を温かく見守って母親代わりに目を配って下さ
った方々にも感謝の気持ちで一杯です。
研究テーマをいただきながら成果を上げる事が
できなかった事、そして母子保健の方はどうかと、
声をかけて下さったけれどお断りした事もありま
したが、一臨床医として過ごせたことに満足して
おります。
定年退職後は、群馬県健康づくり財団に婦人科
検診室の室長として再就職し、今は嘱託として、
引き続き子宮がん検診を行っております。平成
10年からは、県の委託により伊吹教授のおすす
めもあり不妊相談も行って現在に至っております。
この50年間には婦人科の診療にも大きな変化
がありました。医療機器の開発と診療技術の進歩、
そして世間の人々の意識の変化がそれをもたらし
たといえるでしょう。まずは経膣超音波装置の出
現です。これにより卵胞の発育チェックから採卵、
そして妊娠初期の異常の有無の診断が可能になっ
た事です。分娩監視装置により、胎児の安全が確
保され、腹腔鏡手術により患者の負担軽減が可能
となりました。不妊治療にとっては、体外受精の
成功以来、顕微授精、卵子凍結、卵子バンク、代
理母さえ可とする風潮が見られます。そして子宮
頚がん予防のＨＰＶワクチンの施行等々。
後期高齢者となってもまだ仕事をする機会を与
えられているのも、医師の資格があるからです。
若い後輩の女性医師の皆さんも例え中断があって
も医師の仕事を続けられる事を切望いたします。
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母校に望む 48

Global Medicine
Profesor Honorario el Departomento Neurocirugia del Hospital Escuela y
la Sociedad Hondurena de Neurocirugia
Assistant Clinical Professor, Department of Neurosurgery,
School of Medicine, University of Colorado Health Sciences Center

立見 哲夫（昭30卒）
私は1951年（昭和26年）に群大医学部第１期生
として入学いたしました。終戦後５年日本は敗戦の
荒廃から立ち上がろうとしていた時代でした。日常
生活品にも不足するような貧しい環境にもかかわら
ず立派な医学を教えて下された母校、それから又、
私にも想像することも出来なかった生涯を医師とし
て過ごせたその基盤を築いて下された母校に対しこ
の機会に心より深く感謝と御礼を申しあげます。
1955年（昭和30年）卒業、その後東京警察病院
でインターンを済まし慶応大学病院神経精神科に入
局しました。それから単独で1958年アメリカに渡
りNew Jersey 州のJersey City にある Christ
Hospital でインターンを繰り返し、その後
Philadelphia の Episcopal Hospital で脳外科研修
終了し、NIH research fellow１年間, それから
Ohio 州の Canton 市に移り脳外科 private practice
を30年間開業し1996年に退職いたしました。退職
後Foundation for International Education in
Neurological Surgery (FIENS) の volunteer とし
て中米、Honduras、Guatemala に行き19992011の間脳外科研修生の教育援助に携わりました。
その期間に私が体験した発展途上国の医療と volunteerism について一言述べさせていただきます。
第二次世界大戦中、Dr. William B. Walsh は海軍
医として巡洋艦に乗せられ東南アジアに派遣されま
した。そのとき彼は住民の貧しい医療状態に心を動
され、終戦後 Floating Medical Center を予想し、
世界各地に医学の教育と治療普及する Project
Hope を計画しました。Eisenhower 大統領にお願
いし海軍の hospital ship を払い下げてもらい SS
Hope に改善し volunteers を集め1960年より東南
アジア、南米、アフリカに航行し各地の医学教育と
治療に貢献いたしました。その後いろいろな volunteer の団体ができ発展途上国の医療に援助する
ことが普及されてきました。
脳外科の分野では Tennessee 州 Memphis の脳
外科医 Dr. A. Roy Tyrer, Jr. が1961年アメリカの
脳外科学会、Congress of Neurological Surgeons
(CNS) の賛成の下に発展途上国の脳外科医教育に
volunteer として携わりました。1965年 CNS の会
長 Dr. William Mosberg Jr. と Dr. Tyrer が他のア
メリカの脳外科学会の後援を得て FIENS を設立し

第232号

脳外科医 volunteers を発展途上国各地に派遣する
と共に医療機器、材料を寄付して脳外科教育発展に
貢献しました。
（www.fiens.org）
過去半世紀素晴らしい science, technology の進
歩により医学も飛躍的に発展しました。その結果、
人口の平均寿命は長くなり、乳児死亡率も下がりま
した。然し所得の少ない発展途上国ではその恩恵を
受けられず、先進国との医療の差が益々大きくなっ
てきました。この大きい差異を収縮するために
1960年以来数多くの volunteer 団体が生まれまし
た。2005年 American College of Surgeons は
Operation Giving Back プログラムを設立し、その
web, www.operationgivingback.facs.org に多く
の volunteer 団体のリンクを作り volunteer を希望
する医師、医療関係者との関連を容易にし volunteer の活動を奨励しております。アメリカからは毎
年6000人以上の volunteers が世界の発展途上国各
地の医療、医学教育発展に参加いたしております。
FIENS も現在世界各地、アジア、中南米、アフリ
カの24国にて脳外科教育と発展に援助いたしてお
ります。
資源に乏しい貧しい社会に住み、種々な病気に悩
む人々、医師の治療など夢にも思われない病人達を
救う volunteer としての体験は医師に与えられた
病人を救う 特権を新たに確認することが出来ま
す。今日多くの大学、University of Toronto,
Duke University, University of California San
Francisco, Harvard University, Emory
University など発展途上国医療 volunteer の有意
義を認め、これを外科研修生教育の課程に取り入れ
定期的に研修生を発展途上国各地に派遣いたしてお
ります。
群大医学部もインドネシヤの Padjadjaran 大学と
学生交換のプログラムを作り医学生の交換をしてい
ることを窺っております。多くの学生、研修生、先
生達がこのプログラムにご参加なされるようお勧め
いたします。FIENS も同校に volunteers を派遣し
脳外科研修生の教育援助いたしております。
今日まで多数の volunteer 団体の活動により発展
途上国各地の医療の発展に貢献して来られました
が、まだ大きな仕事が残されております。私は母校
の皆様に global medicine への興味を喚起する事が
出来たら幸いに思われます。
【略歴】
FIENS Board of Trustees, 2003-present
American Association of Neurological
Surgeons (AANS) Humanitarian Award, 2005
AANS International Outreach Committee,
2006-2010
ThinkFirst National Injury Prevention
Foundation, International Committee Chair,
2006-2010, Board of Directors, 2006-present
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重粒子線施設だより④

と思います。

千里の道も
一歩から

ビームエネルギーが380MeV（現在は400MeV）に

平成22年は薬事承認の関係で、使用可能な最大
制限されていました。医学的には適応があるのに、
病巣部にビームが届かないために適応外と判断せざ

群馬大学重粒子線医学センター
教授 大野 達也（平５卒)

るを得なかった方が４名いらしたことは誠に残念で
した。これまで装置点検と整備のために２−４週単
位の休止期間が毎年必要でしたが、放医研とは時期

群馬大学の重粒子線治療は、大学設置の施設とし
ては国内初、世界でも第５番目の稼働施設です。平

をずらすことにより重粒子線治療のオフシーズンが
ないようにしています。

成22年３月の治療開始から今年の８月末までに、

群馬大学は、総合病院の利点を活かした重粒子線

のべ治療人数は800名を超えました。これまでスタ

治療を含む集学的がん治療法の開発に恵まれていま

ッフの人員数と照射装置の運用状況を考慮して徐々

す。今年度は、去勢抵抗性前立腺癌、局所進行膵癌

に患者数を増やすように計画してきましたが、４年

（化学療法併用）、Ⅲ期の非小細胞肺癌（単独療法か

目となる今年度は年間400名以上のペースとなりま

ら化学療法併用へ）、局所進行子宮頸癌（化学療法

す。現在世界の重粒子線治療を牽引している放射線

併用）、消化管近接肝腫瘍など、難治癌に対する新

医学総合研究所（放医研）では、年間400名を超え

たな挑戦も始まりました。いずれも、プロトコール

るまでに12年を要したので、群馬大学の立ち上げ

立案の段階から患者の診療に至るまで、院内外の多

状況は順調と言えます。現在３つの治療室がフル稼

くの腫瘍専門医から助言と協力を頂いております。

働し、１日の治療人数は45−50名前後です。

また、総合病院の第２の利点として、高齢で併存症

疾患の内訳を多い順から挙げると、前立腺癌（主

を有する場合でも専門医が対応できることは患者さ

に中高リスク群）、肺癌（Ⅰ期非小細胞癌）、頭頸部

んにとって大きな安心材料となります。これまで、

腫瘍（腺癌、肉腫、悪性黒色腫など）、肝細胞癌

透析を受けながら重粒子線治療を受けた方や、照射

（単発）、骨軟部腫瘍（切除非適応）、直腸癌（術後

期間中に脳内出血を発症したが脳神経外科の迅速な

骨盤内再発）、その他となっています。当初は全体

対応によりその後の後遺症無く元気で通院されてい

の80％を超えていた前立腺癌の比率ですが、他疾

る方などがいます。

患が増えてきたこともあり最近では50％前後に下

今年の８月、佐賀県鳥栖市では国内で４番目とな

がっています。地域別には群馬県内の患者比率は約

る重粒子線治療施設、九州国際重粒子線がん治療セ

60％で、埼玉県、長野県、栃木県、新潟県といっ

ンターが始動しました。安部首相が５月に視察され

た隣接地域がこれに続きます。西日本の一部を除き、

たことでご存知の方がいるかもしれません。この施

ほぼ国内全都道府県から紹介を受けていますが、親

設には、群馬大学の普及小型照射装置を基盤とした

戚や実家が群馬県、仕事の関係で群馬には縁があっ

治療機器が配備されています。ここで働くスタッフ

た、という方も少なくありません。

のほとんどが群馬大学重粒子線医学センターで実地

放医研で開発された普及小型重粒子線照射装置１
号機の高性能を実証することは、治療開始当初の主

研修を受けており、放医研から学んだ群馬大学の治
療技術が引き継がれています。

な目標の一つでした。機器の故障等により全日治療

そう遠くない時期に、群馬大学の治療人数が

中止に至ったのは年に１−２日であり、立ち上げ時

1,000名に達する日も来ることと思います。この治

期の照射装置としては国際的に見ても極めて優秀な

療を必要とする患者さんに最善の治療が提供できる

稼働率（99％）です。これを支えているのは運転

よう、今後もスタッフ一同努めていきたいと思いま

員と物理士による日々の精度管理ですが、同時に日

す。A journey of a thousand treatments begins

本製の装置（群馬大学は三菱電機）が優れた性能を

with a single step! 歩み続けるこの道程を引き続き

有する点は、もっと世界に向けてアピールしてよい

ご支援ください。
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得られました。

医療人能力開発センターだより⑧

平成25年３月には新たな取り組みとして、大学
と前橋駅から各地域の医療施設にバスで向かい（前
橋からの時間と距離を体感し医療機関を受診するサ

地域医療体験のとりくみ

イドからの目線を養う）、群馬県内の初期臨床研修
病院を見学するツアーを開催しました。このツアー

医療人能力開発センター
地域医療推進研究部門

企画のきっかけは、当部門で開催しているセミナー

鎌田 英男（昭56卒）

参加者からのアンケートの中に、群馬県内の研修で

地域医療推進研究部門は、群馬県の寄付部門とし

ることができれば嬉しい等の要望があったことから

て平成22年４月に設置されました。４年間の時限

でした。研修が終了する３月の忙しい中、協力いた

措置の部門ですので本年度が最終年度となります。

だけた15施設を１日で見学できるように５つのコ

本部門は課題として、１．群馬県内の地域医療を担

ースを設定（５日間）し、延べ約50名の参加者で

う人材の確保、２．群馬県内の医療スタッフのスキ

実施することができました。群馬大学医学部医学科

ルの向上、等をあげ活動をしております。群馬大学

学生だけでなく、群馬県内出身で他大学で学ぶ医学

医学部医学科では平成21年入学者から地域医療を

生にも参加していただけました。バスに乗車後、高

担う医学科学生として、地域医療枠を設けました。

速道路が利用できるところは高速道路を使用して移

平成21年５名、22年17名、23年からは18名と増員

動し、参加者に前橋からの実際の移動時間や距離感

され、在学生も70名を超え最上級生は５年生で現

覚も体感してもらうことができました。参加者から

在臨床実習を開始しました（地域医療枠学生は、修

は、意外と近い施設ですねとの評価の施設も数多く

学資金が群馬県から在学年数貸与され、貸与年数の

あり、勤務する医師の住居や通勤方法などの質問も

３分の５に当たる期間を群馬県内の特定病院で勤務

あり勤務者の実情が理解できたようです。各施設の

することが義務づけられています）。当部門では、

見学時間が約１時間30分と限られていたため、主

上記の地域医療枠学生を含めた群馬大学医学部医学

な見学先は、研修医室やロッカー、資料室や実際の

科で学ぶ学生さんを対象に、群馬県内地域で実際に

研修場所等で、見学施設での研修方法や研修の実際

行われている医療を理解するため、入学初期から地

を研修医や指導医、担当事務の方から聞いて質疑応

域の医療機関や地域医療の現場を体験し、医学に対

答をする形をとりました。医学生がこれから群馬県

するモチベーションを高め、学習意欲が湧くプログ

内で研修するきっかけの一つとなることを願ってい

ラムを設置初年度から開始しました。日帰り型と数

ます。

准教授

きる施設を気軽に見学したい、１日で数ヶ所見学す

日宿泊型の２つの方式のセミナーを用意し地域での

全国医学科の定員は、2007年度7,625人から漸増

医療機関の特徴と担う役割を体感してもらっていま

し2012年度8,991人に増員されています。群馬県内

す（「地域医療体験セミナー」という名称が教務委

高校からの県外大学を含めた医学科進学者は、高校

員会でも認められました）。日帰り型は、大学から

への聞き取り調査では、過去11年間平均90.3人と

バスで各施設に向かい地域の医療機関毎に特徴のあ

横ばいです。将来群馬県での医療を支えてくれる人

るストーリーの内容を学習し体験します（ポスター

材を育てるため群馬県内から全国医学科を目指す高

をご覧ください）。数日宿泊型は卒後の医師として

校生を増やすため、高校生対象の医師現場体験セミ

の職業への不安（実際の医師の勤務、救急当直等）

ナーも平成22年度から開始しました。群馬県の医

を解消するため、医師と一緒に勤務や研修の実情を

師不足が叫ばれている地域の基幹施設で毎年２回

体感するもので平成23年から開催しています。地

（夏休みと春休み）、医療施設と現場を体験すると同

域の医療現場で、医師だけでなく医療を実施するス

時に、働く医師と対話ができるように配慮したプロ

タッフ、医療チームをじっくり体験しコミュニケー

グラムを作成し実施しています。参加者からは、高

ションをとることにより、将来の姿がおぼろげにみ

校生の勉強法はもとより、医師としての心構えや医

えるようで好評です。臨床系の講義をまだ受けてい

師を目指したきっかけなどいろいろな質問がでま

ない低学年でも、セミナーを通して、基礎系講義の

す。最初は緊張していてもセミナーが終了するころ

知識が臨床の現場で生かされていることを実感で

にはスタッフと打ち解け、正規のプログラム終了後

き、医学を学ぶ事の新鮮な喜びがあるようです。平

にも研修医など若手の先生や指導医との会話が弾ん

成23年度は地域医療枠学生を中心に53名の参加が

でいます。平成24年度は105名、平成25年夏は62
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的に新しい設備を活用いただくべく皆様のご利用を

協力いただく病院・医療施設の皆様には無理なお

お待ちしています。

願いばかりしておりますが、これら取り組みを通し
て、高校生、医学生に将来の自分、医師としての将
来像、ロールモデルを見つけ出し、意欲をもって医
師となれるようにサポートできることを願って活動
しています。群馬県の医療に学生が気軽に触れるこ
とができ、医療受給者の側からも医学を考えられる
開かれたシステムが構築され、将来自分を活かせる
現場を見出してもらいたいと思っています。患者さ
んの生活という広範囲なレンズ（低倍率）から、診
断、治療、研究を積極的に行う拡大レンズまで幅広
い目を通して医療を行う視点をもってもらえるよう
今後も努力していきたいと思います。協力いただき
ました関係各位にこの場をお借りして感謝申し上げ
ます。
もう一つの取り組みは、シミュレーションを利用
したスキルラボセンターの充実です。
県内で医療に従事するスタッフの技術向上を目指
し、スキルラボセンターのシミュレーション機器の
充実を図っています。徐々に利用者が増えておりま
す。不明な点は医療人能力開発センターにお問い合
せください。県内の医療のスキルアップのため積極

ドクターヘリ見学（前橋赤十字病院）
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地域医療貢献賞受賞おめでとうございます

左から：菅野拓勇先生、 持公夫先生、飯野佑一会長、大川章先生、富澤隆先生
（橋本省三先生はご都合により欠席されました）

富澤

隆

（保険証を持たない外国人労働者のための健康相

先生（昭25卒）

談会）
【推薦理由】

【学歴】

富澤隆先生は昭和33年２月内科医院を開院されて

昭和25年 前橋医学専門学校卒

以来、55年の長きに亘り地域医療（内科・小児科）

【職歴 地域医療（医師会活動を含めて）
】
群馬大学第一生理学教室 助手

にご奉仕され、現在尚ご活躍中である。この間、前

群馬大学第一内科

橋市医師会理事を２期４年間つとめられて医師会活

昭和33年２月１日 富澤内科医院開院

動を支え、高等看護学院講師として看護師養成に携

昭和48年４月〜昭和52年３月 前橋市医師会理事

わり、また、学校医として小学校児童の学校保健を

学校医

50余年ご尽力された。介護保険制度導入直後から前

昭和33年〜昭和52年 元総社小学校

橋市介護認定審査会委員となり制度の円滑な運営に

昭和52年〜 元総社南小学校

寄与された。また、医師会事業の他に広範な地域に

昭和52年４月〜昭和55年３月 前橋高等看護学院講師（生理学）

おいて保健・福祉上の様々な活動に積極的に参加さ

昭和59年〜 前橋市医師会

れ成果を挙げておられる。24年度地域医療貢献賞受

胃がん個別検診委員

賞候補者として推薦致します。

会・精度管理委員会

（前橋支部長 大竹 誼長（昭36卒）
）

平成９年11月 前橋市医師会 内科医会会長
平成11年４月〜平成13年３月

大川

前橋市介護認定審査会委員

章

先生（昭30卒）

【学歴】

ＮＰＯ法人活動
平成６年〜 前橋在宅ケアネットワークの会

昭和30年３月 群馬大学医学部卒

平成23年〜 群馬ヘルスプロモーションセンターの会

昭和35年３月 同大学院卒

平成９年〜 北関東医療相談

【職歴 地域医療（医師会活動を含めて）
】
− 12 −
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昭和35年４月〜 群馬大学医学部文部教官助手（皮膚科）

昭和35年７月 第28回医師国家試験合格

昭和37年７月 前橋皮膚科医院開院

昭和56年５月 学位授与(医学博士)

昭和40年４月〜45年３月

昭和58年４月 日本整形外科学会専門医

前橋市医師会立前橋准看護学校講師
昭和45年４月〜60年３月

平成３年２月 日本リュウマチ学会専門医
平成４年10月 日本リハビリテーション医学会臨

前橋市医師会立前橋高等看護学院講師

床認定医

学校医

【職歴】

昭和44年４月 明和女子短大

昭和37年

昭和48年４月 明和幼稚園

昭和38年４月 群馬大学医学部整形外科文部教官

前橋市内小・中学校皮膚科

群馬大学医学部厚生技官教務員
助手に就任

昭和58年 群馬県医師会代議員

昭和41年４月 群馬県厚生課更生相談所医師

昭和59年 前橋市学校保健会皮膚科部会長・理事

昭和42年３月 退職

昭和58年 日本東洋医学会群馬県支部副会長

昭和43年３月 群馬大学医学部整形外科文部教官

昭和60年 前橋市医師会産業衛生委員会委員長

助手退職

平成３年４月〜10年３月

昭和43年４月 桐生厚生総合病院整形外科医長就任

前橋市医師会訪問看護委員会委員長
平成11年４月〜13年３月

昭和46年４月 群馬大学医学部非常勤講師就任
昭和56年４月 同院副院長に就任

前橋市医師会介護保険対策委員会委員長
【推薦理由】

平成11年３月 桐生厚生総合病院退職（定年退職）
平成11年４月 社会福祉法人希望の家療育病院の

大川章先生は、昭和37年７月前橋皮膚科医院を開

副院長、リハビリテーション科長

院されて以来、51年間皮膚科医として地域医療に尽
力されて来ました。

に就任
以後今日に至る。

この間、前橋市医師会活動として、看護学生の教

【推薦理由】

育・育成に20年間奉仕され、学校保健活動では全国

橋本先生は昭和34年群馬大学を卒業後、当時の医

に先駆けて児童・生徒の皮膚科健診導入を実現し、

療制度に則り、インターン終了後医師国家試験に合

産業衛生委員会委員長として市内中小企業従業員の

格し、昭和38年４月に群馬大学医学部整形外科文部

産業衛生の向上・発展に努め、更に市民の高齢者福

教官助手に就任され、昭和43年桐生厚生総合病院整

祉保健対策には医師会訪問看護委員会委員長、介護

形外科医長となり、昭和56年４月同院副院長、同年

保険対策委員会委員長となって大きな寄与をされま

５月学位授与され、以後平成11年３月定年退職とな

した。

るまで桐生厚生総合病院の勤務を続けられました。

更には群馬県医師会代議員、日本東洋医学会群馬

その間日本整形外科学会、日本リウマチ学会などの

支部副会長の要職を歴任され、地域医療の健全な発

専門医、日本リハビリテーション医学会臨床認定医

展に多大な貢献をされました。

などの資格を得て、地域の医療保健に貢献されてお

24年度地域医療貢献賞受賞候補者として推薦致し

ります。

ます。

平成11年３月桐生厚生総合病院退職後は同年４月

（刀城クラブ本部役員 山田 邦子（昭44卒）
）

橋本

省三

先生（昭34卒）

【学歴】

より社会福祉法人希望の家療育病院の副院長、リハビ
リテーション科長として、入所している重症心身障害
児・者、在宅療養を続けている障害児・者のリハビリ
診察、更にはリウマチの高齢者医療なども15年近く

昭和34年３月 群馬大学医学部卒業。

関わっております。以上のように橋本先生は、桐生市、

昭和35年３月 国立大蔵病院インターン終了

大問々地区(現在みどり市)で40年以上にわたり治療効

昭和35年４月 群馬大学医学部整形外科専攻生

果の見えにくい、しかし地味だが不可欠な慢性あるい
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平成25年(2013年)12月15日

群馬大学医学部刀城クラブ会報

は不治の病の医療に貢献してこられました。ここに心
からの敬意を込めてご推薦申しあげます。

公夫

【略歴】
昭和45年４月 群馬大学医学部整形外科学教室 入局

（桐生支部長 須永 吉信（昭50卒）
）

釼持
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昭和52年６月 利根中央病院整形外科医長
昭和53年６月 群馬中央病院整形外科医長

先生（昭36卒）

昭和53年11月 現 住 所 に て カ ン ノ 整 形 外 科 医 院

【学歴】

開業

昭和36年３月 群馬大学医学部卒業

【地域医療活動等】

【職歴 地域医療（医師会活動を含めて）
】

昭和62年４月〜平成元年３月 葛飾区医師会評議員

昭和36年４月 大宮赤十字病院にてインターン

平成６年６月〜平成８年５月 葛飾区臨床整形外科医会会長

昭和37年４月 群馬大学第２外科入局

平成６年４月〜平成20年３月 葛飾区立一之台中学校校医

昭和39年11月 大宮中央病院外科勤務

平成６年４月〜平成10年５月 葛飾区心身障害福祉会館嘱託医

昭和46年４月 太田市三省会堀江病院外科勤務

平成８年４月〜平成24年８月 東京都臨床整形外科医会理事

平成５年 堀江病院副院長拝命

平成12年７月〜現在 葛飾区医師会側弯症検診班班長

平成12年 定年退職以降嘱託医として現在にいたる

平成19年11月 葛飾区保健衛生功労賞受賞

医師活動

【その他】

昭和53年〜昭和60年 太田看護専修学校講師

葛飾区介護保険介護認定審査委員

平成14年〜平成17年 太田看護専門学校講師

東京武道館健康増進事業相談員

昭和47年〜 太田市乳がん検診にたずさわる

葛飾区医師会看護学校講師

平成４年〜 認定産業医として産業医活動に従事

葛飾区在宅難病患者訪問診療事業参加

【推薦理由】

葛飾区医師会亀有支部支部長

釼持先生は本学医学部を卒業後、昭和37年群馬大

【推薦理由】

学第２外科入局、同39年大宮中央病院外科勤務、昭

菅野拓勇先生は略歴にあるとおり、葛飾に開業さ

和46年太田市三省会堀江病院外科勤務、平成５年同

れて以来35年に亘り地域住民の健康増進、維持を図

病院副院長、平成12年同院定年退職後嘱託医、現在

られてきました。

に至っています。先生は長年にわたり外科臨床経験

平成６年葛飾区整形外科医会会長として、整形外

を積まれ、多忙の内にもその豊富な実績を基に地域

科医の休日当番制度を確立し、区民の医療環境の整

医療に積極的に貢献されておられます。早くから看

備とともに他地域からの患者の受け入れも行ってき

護教育の重要性を認識されて昭和53年〜60年太田

ました。更に300回を超える整形外科研修会を継続

専修学校、平成14年〜17年太田看護専門学校の講

開催されています。

師を勤められ、昭和47年〜平成９年に太田市医師会

平成６年から14年間、学校医として児童生徒の保

が乳がん集団検診から個別検診に移行するまでの10

健衛生、スポーツ障害の予防等に貢献されました。

数年間、惜しみなく参加ご尽力をされ当医師会にと

そして区医師会側弯症検診班班長として、側弯症の

って貴重な存在となっておりました。平成４年以降

早期発見、診断、進行防止に尽力されました。これ

認定産業医として産業医活動にも従事されておりま

により平成22年11月、検診班は日本公衆衛生協会

す。以上地域医療貢献賞受賞者に最適任者であると

より公衆衛生事業功労賞を授与されました。

確信し、躊躇なく推薦する次第であります。

また、平成８年から平成24年８月まで、東京都臨

（太田館林邑楽支部 前支部長 成田 忠雄（昭36卒）
）

床整形外科医会理事として、広報活動をとおして医

（太田館林邑楽支部 支部長 関口 利和（昭37卒）
）

会の事業の周知、記録に尽くされました。

菅野

拓勇

先生（昭45卒）

【学歴】

平成19年11月、個人としても葛飾区保健衛生功
労賞を受賞されました。
（東京支部会会長 堀

昭和45年 群馬大学医学部卒業
− 14 −
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第17回日本渡航医学会
学術集会

日本医療ガス学会
第17回学術大会を開催して

（独）国立国際医療研究センター研究所
熱帯医学・マラリア研究部
部長 狩野 繁之（昭61卒）

麻酔神経科学
教授 齋藤

本学会学術集会を、平成25年７月20日、21日の
両日、国立国際医療研究センターで、盛会裡に開催
できましたことを、皆様に報告いたします。
海外渡航者にとって、渡航中の健康問題は、治安
などと共に最大の関心事です。昨年（平成24年）
の日本人出国者数は1,849万人余りで過去最高とな
り、外国人入国者数の伸び率も過去最高で、その数
は917万人余りに達し、わが国における渡航医学の
益々の重要性が認識されています。それどころか、
中国で発生が報告された鳥インフルエンザ（H7N9
型）や、中東で新興したＭＥＲＳ（マーズ）コロナ
ウイルス感染症のわが国への拡散が極めて憂慮さ
れ、この感染制御は私たちの喫緊の課題です。私ど
もの国立国際医療研究センターにはトラベルクリニ
ックを設け、渡航医学における国内最高の医療の提
供を目指しています。
そこで本学術集会では、国際感染症に対する渡航
者のワクチンや薬剤予防・治療の話題を中心に、さ
まざまな渡航上の健康問題をグローバルな視点で議
論しました。大会長講演では、「忘れることのでき
ないマラリア症例」と題して、私が群馬大学医学部
寄生虫学教室で、鈴木守教授（当時）の下で経験し
た国内マラリア発生例（１．わが国で初めてアルテ
ミシニンという中国生薬で治療した重症マラリア
例、２．血小板輸血で渡航歴のない女性がマラリア
に感染して死亡し、生前に感染に気がつかなかった
例）を報告しました。
特別シンポジウムでは、「公務で在外で働く人び
との健康を守る」と題して、外務省在外大使館医務
官、ＪＩＣＡ の在外健康管理看護師、ＰＫＯ 派遣
自衛隊医官に過酷で重要な在外任務をご紹介いただ
きました。彼らの献身的な任務に敬意を払うばかり
です。
さらに招聘講演では、群馬大学麻酔神経科学分
野・齋藤繁教授（昭61卒）に「病気に負けない健
康登山：海外にも進出する中高年トレッカー」と題
して、最近流行の Wilderness Medicine の話題を
お願いし、大変好評でした。
刀城クラブの会員の皆様に、
同窓会補助をいただい
たことの感謝とお礼を述べさせていただきます。

繁（昭61卒）

群馬大学大学院医学系研究科脳神経発達統御学講
座麻酔神経科学分野では、これまで、麻酔学・集中
治療医学・疼痛学・ペインクリニック・環境医学な
どに関して臨床的および基礎的研究を続けて参りま
した。手術患者、集中治療患者の安全管理、各種吸
入療法もそうしたプロジェクトの一環として実施し
ており、現在までに国内外の専門誌にその成果を報
告しております。今回、これまでの活動内容をご評
価頂き、2013年度日本医療ガス学会学術集会の当
番開催校を担当させて頂きました。この学会は、医
療ガスの安全管理、各種ガス体を用いた吸入治療の
臨床ならびに基礎研究に従事する医師ならびにコメ
ディカルスタッフにとって、学術交流の中核をなす
ものであります。1997年の第１回学術大会開催以
来、学術大会の通算開催回数は今年度で第17回と
なりました。
今回2013年度は、10月26日（土曜日）に会場を
長野県軽井沢町万平ホテル会議場ザ・ハッピーヴァ
レイに設定し、開催致しました。演題には、海底、
高所、宇宙空間での酸素の利用法、開催地の特性を
踏まえた火山ガス災害の発生状況など、科学的好奇
心をくすぐる内容を揃え、あわせて、医療機関や在
宅酸素療法環境での災害対策についてワークショッ
プを行いました。当日は、関東甲信越地区を中心と
して、全国の医療機関や医療ガス配給機関等から、
総勢150名を超える方々にご参加頂き、有意義な情
報交換を行うことができました。
この会の開催にあたりましては、群馬大医学部同
窓会から様々なご支援を頂きました。会を代表して
深く御礼申し上げます。
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支

部

だ

よ

年獨協医科大学内分泌代謝内科主任教授に御就任な

り

さいました新進気鋭の麻生好正先生（昭62卒）に
よる『糖尿病治療の新たな展開』の御講話をいただ

刀城クラブ栃木県支部
学術講演会
柳田

第232号

きました。糖尿病に起因する肥満に関して、肥満ラ
ンキングは栃木県が全国でワースト３位になってい
るが、これはハンバーグ・栃木和牛・餃子など栃木

通（昭51卒)

県の美味しいグルメがかなり影響しているのではな
2013年（Ｈ25年）８月３日（土）
、宇都宮駅前で

いか、とのお話をなさいながら、糖尿病の強化療法

賑やかに［ふるさと宮まつり］が行われている中、

で Hba1c を6.5％以下に抑えると逆効果となるデー

恒例の刀城クラブ栃木県支部学術講演会が［チサン

タがあり、無理に抑えずに7.0％以下でも充分であ

ホテル宇都宮］において開催されました。

ろうとのお話でした。また、現在糖尿病治療薬の主

今回は、国立病院機構宇都宮病院の増田典弘先生

流は DPP-4 阻害薬であるが、安価なメトホルミン

（平６卒）が同院の芳賀紀裕（平１卒）・滝田純子先

を第一選択薬として使用すると、膵臓癌・肝臓癌・

生（平15卒）をお連れ下さって、那須塩原市から

大腸癌の発症も抑える可能性が大きいなど、最後は

は深町彰先生（昭43卒）、大田原市からは永嶋一郎

『人生いろいろ、人もいろいろ、病気もいろいろ、

先生（昭52卒）など、前回より多くの先生方の御

治療もいろいろ』と、人生訓をからめながらの素晴

出席がありました。

らしい御講話でした。
最後は、お元気で御活躍なさっていらっしゃいま

野口忠男先生（昭41卒）の開会挨拶で、冒頭須
藤至先生（麻酔科・準会員）の御冥福をお祈り申し

す大根田紳先生（昭25卒

上げ、益田澄夫会長（昭32卒）の御挨拶をいただ

学校前の旧制真岡中学卒業の大先輩です）の乾杯の

いた後、久保川透先生（昭49卒）から会計報告が

御発声にて懇親会を開催し、話の華を咲かせながら

ありました。

和気藹々の内に刀城クラブ栃木県支部会を終了しま

次いで、斎藤公司先生（昭47卒）の司会で、昨

私が卒業した真岡高等

した。

刀城クラブ栃木県支部学術講演会 （平成25年８月３日 チサンホテル宇都宮）
後列左より：滝田純子（平15）、芳賀紀裕（平元）、増田典弘（平６）、深町彰（昭43）、木村孔三（昭52）、
上地弘二（昭38）、長嶋一郎（昭52）、齋藤公司（昭47）、野口忠男（昭41）、柳田通（昭51）、柳田千代雄
（昭46）
、山崎靖夫（昭46）
、大竹一栄（昭47）
、久保川透（昭49）
、片野進（昭61）
前列左より：大和田恒夫（昭41）、佐藤英子（昭41）、佐藤俶也（昭41）、富永慶晤（昭40）、天谷博（昭25）、
佐藤祐司（昭34）、麻生好正（昭62）、益田澄夫（昭32）、大根田紳（昭25）、竹村喜弘（昭36）、伊澤四郎
（昭36）
、家入蒼生夫（昭44）
、渡邊常之（昭47）
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について、今後は年に１回刀城会館で、支部総会及

刀城クラブ前橋支部総会

び親睦会を行うことになり、今年度は白倉先生のご
提案で、学術講演会を開催する運びとなりましたと

前橋支部

の報告がありました。

宮久保純子（昭53卒)

そして、記念すべき第１回の学術講演会として、

前橋支部総会は、昨年まで同窓会本部の総会と一

神経生理学教室教授・平井宏和先生に、「脊髄小脳

緒の日に行っていましたが、今回初めて、前橋支部

変性症モデル動物作成による病態解明と先進的治療

総会として独立して開催されました。

法開発」の御講演をしていただきました。日頃なか

前橋支部の現体制は21年に発足しましたが、本

なか聞くことができない基礎の話ですが、大変わか

格的活動には至っていませんでしたので、大竹誼長

りやすく、興味深く勉強させていただきました。講

前橋支部長のもと、前橋支部の本格活動をめざし準

演時には同窓の先生方、学生さん、留学生のみなさ

備してまいり、まずは第一歩を踏み出せた会でした。

んと参加者の人数も増えて、皆で貴重な御講演を聞

始めに、大竹誼長前橋支部長から前橋支部活動を

くことができました。また、最後に平井宏和教授か

活性化させていこうという開会のご挨拶、飯野佑一

ら群馬大学の基礎系研究の実情についてのお話があ

同窓会長からの暖かいお言葉をいただき、山田邦子

り、群馬大学卒業生が母校の基礎研究に行くことが

副支部長の議長のもと、議事が進められました。

ない窮状、基礎へ行く卒業生への奨学金制度などが

大竹誼長支部長より、平成24年度事業報告、新
役員承認の報告、平成23年度地域医療貢献賞受賞

発足した話を伺い、今後何とか発展していただきた
いものと思いました。

候補推薦により後藤敬子先生（昭和24年卒業）、浦

その後たくさんの御馳走が並んだ親睦会会場にう

野恭先生（昭和34年卒業）の両先生が受賞された

つり、和やかに執り行われて、25年度支部総会は

ご報告がありました。次に、平成25年度事業計画

無事終了しました。

平成25年度前橋支部総会・講演会・懇親会（平成25年８月22日 刀城会館）

− 17 −

平成25年(2013年)12月15日

群馬大学医学部刀城クラブ会報

第232号

報告、監査報告と進んだところで、飯野佑一先生よ
り、御挨拶をいただきました。その後、乾杯となり、

第13回渋川支部総会開催

少し食事でお腹が落ち着いたところで、毎会恒例の

神保

出席者からの自己紹介をしていただきました。卒業

進（昭54卒)

年次の新しい順に、各先生より仕事や趣味、家庭環
群馬大学医学部同窓会・渋川支部では、毎年９月

境等につき御披露いただきました。卒業年次が古く

の第二木曜日を支部総会開催日と決めております

なるにつれて発言時間が長くなる傾向は例年通りで

が、今年も平成25年９月12日、アネーリ渋川にお

したが、予定時間内になんとか終了することができ

いて、第13回渋川支部総会を、新同窓会長、飯野

ました。その後、記念写真を撮り、また次回の再会

佑一先生の御臨席を賜り、開催致しました。今回は、

を約束して解散となりました。同窓会員でしたら、

会員の出席は21名で、総勢22名の会となりました。

開業医、勤務医を問わず、どなたでも参加していた

総会は、横江隆夫支部長の挨拶で始まり、物故会

だけます。渋川地区に勤務、在住の先生、是非、御

員（平形利雄先生・昭和25年卒）への黙祷、会計

参加をお願い致します。

第13回渋川支部総会 （平成25年９月12日 アネーリ渋川）
後列左より：井上貴洋（平12）
、戸塚統（平７）
、磯野博明（平１）
、塚越秀男（昭60）
、横田徹（昭60）
、高木剛（昭60）
、
松井啓人（昭63）
二列目左より：大滝章男（昭59）
、内橋慶隆（昭57）
、棚橋美文（昭57）
、入内島徳二（昭55）
、神保進（昭54）
、中村勇司
（昭56）
、岡本正司（昭54）
、蒔田富士雄（昭58）
前列左より：長谷川憲一（昭51）
、堀口佳男（昭34）
、奈良純夫（昭31）
、飯野佑一同窓会長（昭46）
、横江隆夫（昭52）
、
神山照秋（昭33）
、市川秀一（昭45）
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群馬大学出身で、母校あるいはそれ以外の施設で活

刀城クラブ東京支部
第７回総会・懇親会開催のご案内

躍されている先生方に講演をお願いしています。今
まで各先生方の研究分野の話題のみでなく、所属施
設の運営や施策など思い思いのテーマでお話を頂い
ております。
第７回では平成25年３月に第１内科（病態制御

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ
東京支部会長 堀
貞夫（昭47卒)

内科学）を定年退官された、森

昌朋名誉教授に講

師をお願いしました。本年の刀城クラブ会報で「男
の生き方」に言及した退官の挨拶が掲載され、少し

刀城クラブ東京支部は第７回総会および懇親会を
開催いたします。

毛色の違った文面に多くの方々は共感または感動さ
れたことと思います。今回の演題名は「今ある所で

東京支部は平成20年３月に創設され、年に１回

ベストを尽くす：人生に無駄な時間・経験は一つも

「東京都に住居を有する者及び東京都内に勤務地の

ない」とのこと、楽しみにしております。東京支部

ある者」を会員とし「会員相互の親睦を図り、刀城

の総会ですが、支部会員以外の方の参加も大いに歓

クラブの活動を通して、群馬大学医学部の発展に寄

迎いたします。森先生の講演を是非聞きたいと思わ

与する」ことを目的にすると、支部規約に掲げてい

れる方は奮ってご参加ください。開催のお知らせは

ます。同窓会名簿をもとに支部規約に当てはまる同

会員のみに郵送しますので、参加希望の方は群馬大

窓生の先生方を、勝手に会員と決めこんでご案内等

学医学部同窓会事務局にお問い合わせください。

を発送しております。ご迷惑をおかけしている向き

過去の総会を振り返ると「大先輩たちの昔話や自

があるかもしれませんがご容赦ください。規約には、

慢話が目立って若い人たちには居場所がない」とい

定額的な会費を徴収しないと明記されたおり、会計

う観がありました。今回からは若い先生方が話の輪

は懇親会の会費徴収時にその一部を、参加者の同意

に入り込めるような企画を立てたいと思います。よ

により連絡通信費等の支部会運営費として計上して

ろしくご協力ください。

います。
会員相互の親睦を図ることが第１目標になってい
ますが、懇親会に先立ち毎回「特別講演」と題して

日時：平成26年３月15日（土）18：30〜
会場：渋谷エクセルホテル東急

在りし日の前橋駅（事務局保管資料）
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増田、湊、山口、山崎恒夫、山田勲、吉永、若松の

クラス会だより

計33名が集まりました。

山田正信先生、浅尾高行先生の
教授就任のお祝い
竹原

第232号

幹事の辻裕明先生の司会で会は始まり、クラス幹
事の蒔田先生の乾杯でクラス会は一気に和やかな雰
囲気になりました。しばらく、歓談が続いた後に、
当日の参加者がそれぞれ、山田正信先生、浅尾高行

健（昭58卒)

先生への祝辞とともに各自の近況報告をしました。
我がクラスからはこれで６人の教授を輩出したこと
平成25年７月20日（土）に６月１日付で群馬大
学大学院医学系研究科・病態制御内科学（内科学第
一）教授に就任された山田正信先生のお祝い、なら
びに、本年８月１日付で群馬大学大学院医学系研究

になりますが、そのうちの２人は群馬大学医学部に
入学して同じ下宿で過ごしていたことなど、話は大
いに盛り上がりました。
そして、山田正信先生、浅尾高行先生から就任の

科寄附講座・がん治療臨床開発学講座教授に就任が
決定した浅尾高行先生のお祝いが料亭一楽で行われ
ました。次回幹事の辻裕明先生が祝賀会を企画して

あいさつと今後の抱負、祝賀会への御礼が述べられ
ました。田村美和子先生から山田正信先生へ、金井
裕子先生から浅尾高行先生へ花束贈呈が行われ、一

くれました。
当日、会場の前橋の一楽には、山田正信先生、浅

次会はお開きとなりました。その後、ホテルサンダ

尾高行先生をはじめ、秋山（以下敬称略します）、

ーソンで引き続き二次会がおこなわれ、内藤先生が

荒川、楮本、金井裕子（旧姓・鈴木）川島、猿木、

駆けつけてくれました。

志賀、鈴木文雄、関原、高橋修、竹原、田中良典、

幹事の辻裕明先生から：また、２年後の11月伊

田端、田村美和子（旧姓・塚田）、辻、中沢、西野、

香保「森秋」でお会いしましょう。それまで、健康

野口、福島、藤本、細貝、本庄滋一郎、前田、蒔田、

にはくれぐれも留意し、お元気で !!

山田正信先生、浅尾高行先生の教授就任祝賀会（平成25年７月20日 料亭一楽）
後列左より：関原、野口、湊、本庄、川島、増田、細貝、鈴木、西野、吉永、田中良、福島
中列左より：山田勲、前田、蒔田、楮本、山口、猿木、中沢、若松、高橋修、田端、志賀
前列左より：秋山、辻、山崎恒、荒川、山田正、浅尾、藤本、田村、金井裕、竹原
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「花の三八会」クラス会の報告
松崎

茂（昭38卒)

去る９月22日（土）・23日（日）に太田市藪塚温
泉にて「花の三八会」のクラス会が開かれました。
今回は太田と桐生在住の中村茂、安部直利、河野徳
雄の3君が幹事として尽力してくれました。
始日は秋晴れの好天に恵まれましたので、群馬県
人と境野宏治君は自家用車で来場しました。折口健
君はムスタングで松本から、上地弘二君は宇都宮か
らそれぞれ高速道路を利用してやって来ました。一
方、小野寺俊直君は山形市から列車で来ましたが、
両毛線の鈍行ぶりにはほとほと弱りはてたとこぼし
ておりました。
例年のことながら、今年もドタキャンがありまし
たので参加した級友は13名にとどまりました。折
口君と鈴木斌君は夫人同伴で来てくれましたので、
総数15名の会となりました。これは例年になく数
少ない参加者でしたので、寂しい限りでした。
出席を楽しみにしていた石崎高志君が９月10日
に急逝したことは、私たちにとって大変なショック
でした。彼は臨床薬理学の教授という肩書だけでな
く、その知名度はクラス一番でした。今回は英語の
スピーチを聞くことができず残念でした。この１年
間に、小島原将保、加藤正臣君も他界しましたので、
宴会の冒頭に献杯の礼をもって３人の他界を追悼し
ました。私たち昭和38年卒のクラスは66名の卒業
生がありましたが、これまでにすでに16名が鬼籍
に入ったことになりました。

平成25年(2013年)12月15日

午後６時半には記念撮影することを予定しており
ました。しかし、小栗政夫君が到着しませんでした
のでしばらく待ちましたが、間に合いませんでした。
仕方なく記念撮影をしてから宴会を始め、食事をし
ながら各自の近況報告をしてもらいました。鈴木君
は、病院だけでなく老健施設も運営しており医師だ
けでも30数名が働いているそうです。この９月か
らは鷹野昭士君も彼の白金病院で働くようになった
との報告がありました。吉田忠義君、江原洋一君、
天田憲夫君、小栗君、折口君はいまだにほぼフルタ
イムで働いているそうです。その他の人たちは、何
らかの仕事はしていても週に５日も働くことはない
ので、かなりの時間を趣味に費やしているようです。
松崎茂はボケ防止のために随筆を書いておりました
が、今年から川柳を始めたと語りました。最後に上
地君が物故者を偲んで「千の風になって」を張りの
ある声で歌ってくれました。
９時からは二次会となりましたが、奥様方や４人
の級友は参加せず静かな会となりました。思い出話
や友人知人の消息などを話題にしましたが、11時
頃にはお開きとなりました。以前のように飲み明か
すことはありませんでした。
22日（日）はバスに乗ってスネークセンター、
足利学校・ 阿寺（ばんなじ）を回りました。そし
て昼食後は解散となりました。
来年からは、このような盛り沢山の計画を立てる
のは困難と考えられますので、簡略にすべきとの意
見が多くありました。例えば、東京の同じ場所と日
時で昼食会か夕食会をするのが幹事の負担が少なく
て済むであろうと提案されました。なお、来年度は
埼玉県在住のクラスメートが幹事となる可能性が見
えて来ました。

「花の三八会」クラス会（平成25年９月21日 やぶ塚温泉ホテルふせじま）
後列左から：河野、天田、上地、鈴木、鈴木夫人、江原（敬称略）
前列左から：安部、中村、吉田、小野寺、折口、松崎、境野
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思い出話となって、次々と語られ、哄笑、嘆声の渦

医学部４回生 竹の子クラブ
卒後55周年記念クラス会開催
担当幹事

が広がりました。
柔道五段の猛者ドクター、塚田久雄君（在相模原）
の世界を股に掛けての海外留学武勇伝の数々が、大
爆笑の中、果てしなく紹介され、遂に「本を書け！

水野 武昭（昭33卒)

ベストセラー間違なし！」と弥次が飛び出す大盛況
平成25年10月20日、日曜日、群馬大学医学部４

となりました。

回生（昭和33年卒）竹の子クラブクラス会が行わ

加藤友之君（在横浜）、神山照秋君、鈴木博君

れました。今年は卒後55周年、クラスの大半が傘

（在東京）、湊正君、安戸一皓君の五人はゴルフ仲間

寿を迎える区切の年です。一人でも多く出席しても

で、お互いの技術を誉めそやすコンテストを展開。

らおうと、当番幹事東京チームの立案したのが、

「三食ゴルフ場漬け」と揶揄されたゴルファの顔も、
結構、楽しそうでした。幹事鈴木博君の「猪瀬東京

「日曜日にランチ形式」でした。
正午、東京ホテルオークラ本館11Ｆ、
「さざんか」

都知事ソックリさん騒動」は、もうかなり有名で、

に、14名の出席者が全員集合。既に和気藹々の雰

見知らぬ一般人から声をかけられることもあり、さ

囲気の中、「国家試験未受験の歯科医者（司会者）

ぞかし迷惑だろうと思いましたが、「俺が知事に似

で恐縮ですが…」と、幹事湊正君（在八王子）のユ

てるんじゃなくて、知事が俺に似てるだけだよ」と

ーモラスで巧みな司会の波に乗って開会されまし

御本人は涼しい顔でした。陽あれば陰あり。長期慢

た。幹事小林暉佳君（青梅成木台病院理事長・在東

性疾患療養や、閉院の話もチラホラ。目や耳の障害

京）の開会の辞、物故会員（16名）追悼の黙祷、

が広く進んでいて、ＡＤＬ劣化が切実な問題となっ

クラス委員神山照秋君（在渋川）の挨拶と続き、幹

ている様子が、窺われました。

事安戸一皓君（在東京）の音頭で乾杯となりました。

ここで特記すべきは、クラスの最長老藤田俊太郎

ワイン、ビール、お酒、水割り、オールフリー等、

君（在石川県）寄稿の、一篇の詞であります。御本

お好みのドリンクが杯に注がれ、熱い鉄板上には、

人は、体調不良のため欠席。その届と共に投稿され

ベテランの焼き手に調理された、色とりどりの山海

ました。一枚の和紙に、墨跡も黒々と鮮やかに、

の珍味が、次々と、サーブされました。酒宴が進み、

「群馬大学医学部の想い出、若き銀杏」と題し、「若

アルコールも程よく回って、論談風発。政治、社会

き銀杏の学び舎に、秋の日西に染むとき……」に始

情勢、家族、友人、仕事、病気、趣味、スポーツ、

まり、「……竹の子クラブ医学生、ああなつかしや

旅行、終活に至るまで、話題は広く深く、近況話や

若き日よ」と結ぶ。若き青春時代への強烈なノスタ

昭和33年卒クラス会（竹の子クラブ）（平成25年10月20日

於東京ホテル・オークラ）

後列左より：湊正、鈴木博、飯島耕作、小林暉佳、安戸一皓、水野武昭、永島勇、塚田久男
前列左より：加藤友之、川上哲男、神山照秋、小野塚清一、梨本剛、遠藤正文（敬称略）
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平成25年(2013年)12月15日

ルジアが、したためられてありました。誠に失礼な

昔から昼酒は、よく効くものと申します。酔った

がら、コピーさせていただき、皆さんに配布いたし

人も、酔っていない人も、学生時代と同じ雰囲気に

ました。読み終わった皆さんの顔は、「同感！ブラ

融けこんで、すばらしい懇親の会が生まれました。

ボー！」の表情ありあり。「曲をつけて、皆で歌い

延々５時間、その和みの中で、同期の心の絆が強ま

たい」これが本音でしょう。タイムリーな御寄稿に、

り、この仲間のすばらしさ、大切さが喜びとなって、

改めて謝意を捧げたいと思います。頃合いを見計ら

心に刻み込まれました。暮れなずむ午後五時、終宴。

って、クラス委員飯島耕作君が閉会の辞を述べ、会

名残りを惜しみながら、三々五々、解散となりまし

はそのまま、ホテル別館１F、レストラン「カメリ

た。来年は、神奈川が当番幹事。海か山か、横浜か。

ア」に移動し二次会となりました。

期待がいっぱいです。

階の日本料理四季亭でおこなった。いつもの様に浴

昭和39年卒クラス会報告

衣姿とはいかないが、にぎやかに近況など語り合い
盛り上がった。２次会は70階のスカイラウンジ・
レストランバー、シリウスで遅くまで飲みあかした。

相川 英三（昭39卒)

翌日は貸し切りバスで市内観光、三渓苑や外人墓地

平成25年10月５日・６日、卒業後49年になる同

など市内を巡り元町中華街の聘珍樓で昼食をとり、

窓会が横浜で開催された。今回は遠方からは村本卓

その後港へ出て氷川丸を見学、午後三時ごろ横浜駅

郎君(金沢)と下山維敏君(秋田)が参加し、同伴者を

で解散した。来年度のクラス会は小林二郎君が幹事

含めて21名が集まった。みなとみらいにあるラン

で、久しぶりに伊香保温泉で開催することになった。

ドマークタワーの横浜ロイヤルパークホテルに宿泊

卒後50年であるので、是非多くの参加を期待いた

した。67階からの素晴らしい夜景が見えるはずで

します。

あったが、あいにく雲の中であった。懇親会は68

（世話人：小原甲一郎、品川洋三、相川英三）

刀城クラブ39会 卒後49年懇親会 2013年10月５〜６日（横浜ロイヤルパークホテル）
後列左より：深澤、品川、川崎、下山、東、飯田、根本
二列目左より：小林、小林夫人、瓦井、山中、山中夫人、佐藤夫人、林
前列左より：南谷、古谷、村本、相川、佐藤、吉野、小原
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ました。保健学科の学生を医学祭の実行委員会にう

医学祭を終えて

まく巻き込むことができなかったり、実行委員会の
中でも意見が分かれる企画をまとめることができま
せんでした。さらに、スタッフの中でも、情熱や責任

医学祭実行委員長

感の違いで温度差があり、一部の実行委員の負担が

山極 和貴（医学科４年)

重くなってしまいました。ただ、私は実行委員長と
去る平成25年11月３日、４日に第29回群馬大学

して、仲間と共に一つの祭りを作ることができて本

医学祭が挙行されました。両日とも天候に恵まれ、

当に良かったです。仲間が集まり、一人一人が仕事

今年も沢山の方々に来て頂きました。

を全うすることで、一人では到底することができな

医学祭の内容としましては、例年通りお笑い芸人

いことを実現することができることを学びました。

を呼び、さらに今年は「群馬県」を押し出していきた

最後になりましたが、このように医学祭を行うこ

いと考え、ご当地アイドルのＡＫＧや福田康夫元総

とが出来ましたのも、医学科後援会、保健学科後援

理大臣をお呼びし、医学祭を盛り上げて頂きました。

会、医学科同窓会、保健学科同窓会、同愛会、多く

また、医学部としての企画としては、模擬病院や

の先生方の多大なる御支援、御協力のお陰でありま

医学研究ポスターだけでなく、医療問題や社会問題

す。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。ま

をポスター展示し、来場者の方々とディスカッショ

た、今後とも御指導、御鞭撻を賜りますよう、宜し

ンするブースやディアナ先生に企画して頂いた粘土

くお願い申し上げます。

で臓器を作るブースも新設しました。
さらに、高校生が受験相談などをすることができ
るブース、東日本大震災の写真展、学生から群馬県
にちなんだ写真を集め、「ぐんまちゃん」のモザイ
クアートを作るブースも新設しました。
他にも部活やサークルによる展示や出店がありま
した。模擬店に関しては、「グルメグランプリ」を
行い、模擬店で一番人気のあるお店を来場者の方々
に選んで頂きました。
しかし、医学祭の運営の面では沢山の課題が残り

模擬病院
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東 医 体 報 告
平成25年度
運動部会長

萩原

詢哉（医学科４年)

今年で東日本医科学生総合体育大会（以下東医体）
は第56回を迎えました。今年の東医体において群
馬大学は大変素晴らしい成績を収めることができま
した。具体的には以下の通りです。
剣道部女子とバレー部女子は金メダル、柔道部個
人と軟式テニス部女子は銀メダル、サッカー部とバ
ドミントン部女子とゴルフ部個人は銅メダルを見事
獲得することができました。また、卓球部男子や水
泳部男子は、メダル獲得にはあと少し及ばなかった
ものの４位という結果を残してくれました。
他にもメダル獲得、入賞とはならなかったまでも
各部活例年にも増して良い結果を残してくれたよう
に思います。
今回このような素晴らしい成績を収めることがで
きたのは、彼らが日頃の厳しい練習を耐え抜き、互
いに切磋琢磨し、高め合うことができたことをまさ
に現していると思います。しかしそれだけではなく、
毎年同窓会の方々が運動部へ援助をして下さり、各
部活のより良い環境作りに寄与して下さっているこ
とも大いなる要因の一つであると確信しています。
同窓会の方々には感謝してもし尽くせませんが、
この
場を借りて感謝の意を述べさせていただきたいと思
います。いつもご支援本当にありがとうございます。
来年は群馬大学が東医体の総主管ということもあ
り、今年以上の結果が期待されると思いますが、そ
の期待を裏切らぬよう、各部活選手一人一人が全身
全霊で奮闘してくれると信じていますので、今後と
も応援、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

平成25年(2013年)12月15日
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旧養心寮の思い出
−旧寮から新寮へ−
公衆衛生学分野
教授

小山

洋（昭56卒）

会員から「養心寮」についても会報にて記事を掲
載してほしい旨、編集責任者に依頼があり、現状に
ついてはいずれ現役の寮生に書いてもらうとして、
とりあえず、寮に関係した者に何か記事をお願いし
たいとのこと。ちょうど旧寮から新寮への過渡期に
養心寮で学生生活を過ごしたので、その頃の様子を
ご紹介したいと思う。
1975（昭和50）年４月に入寮したその日はから
っ風の特に強い日で、目も開けていられず前にも進
めないような状況で、以後度々経験して慣れっこに
なったが、ここで暮らしていけるのだろうか、とい
うのが初日の感想であった。旧寮の２階建ての木造
で風雪を経て木材は真っ黒であり、火がつけば５分
で燃え尽きると言われていた。入寮に際し米穀通帳
の提出を求められた。
寮の正式な行事として、まずは対面式があった。
先輩方との顔合わせである。一人ずつ前に出て司会
進行役の先輩から「出身校と名前！」と問われるの
で、それに対し答えるという形式で、続いて「趣味
および特技！」と問われる。食堂にて全員参加で行
われた。また、はんこもらいという新入生のための
特別行事もあった。先輩方全員のはんこ収集を行い
つつ親睦を深めるものである。
食堂の朝ご飯は80円、夕食は120円であった。食
券を買い求め前日に食棚に出しておくと賄い夫さん
が朝と夕に配膳してくれる。盗食は固く禁じられて
いたが食べずに夜12時を過ぎると誰が食べてもよ
い決まりであった。電話は食堂に公衆電話が一台あ
り、鳴ると近くに居る誰かが出て、寮内放送で呼び
出す仕組みであった。
寮の建屋は中央に板張りの廊下があり、両側に部
屋が並んでいた。廊下から板戸を開けて入ると、部

旧養心寮の食堂にて。皆が集まれる広さがあり、
うしろに配膳棚がみえる。
（写真提供作田君）

第232号

屋は長細く中央が通路で両側に造り付けの二段ベッ
ドがあり、マットの替わりに畳が敷かれていた。ベ
ッドの奥の両側に机があった。作りとしては４人ま
で入れるが、新入生は先輩との２人部屋が基本で上
級生は１人部屋として使用していた。入寮時、私は、
当時５年生だった中山先輩と同室でお世話になっ
た。上級の先輩としては他に長谷川、出口、真鍋先
輩もいらっしゃった。その後、１年生同士で二人部
屋となり、工学部の島田君、田中君、作田君等と親
しく過ごしていた。その頃は、ストームと称する寮
内行事（不定期）が時々あった。真夜中に先輩方が
一升瓶を持って来室され楽しく過ごされて帰ってい
く行事である。これは主に１年上の山中、露木、安
藤、大西先輩が来室された。
寮内には各種委員会が設置されており、２年生に
なると委員長をまかされる。私は食糧委員長を仰せ
つかった。食堂の食券販売の他にもう一つ特殊任務
があった。それは寮生が夜中にひもじい思いをしな
くても済むよう食糧を備蓄しておくことであった。
すなわち、即席ラーメンを段ボール箱ごと買ってき
て、夜な夜なおなかを空かせた寮生の求めに応じ販
売した。自分でもこの制度を利用できるよう委員長
就任に際しアルミ製の手鍋を購入した。この頃は２
年生同士で２人部屋であり、斎藤君と一緒であった。
隣は同級の津田君と塚原君、大島君、今中君がいた。
ある年の冬休み、帰省せずたまたま正月を寮で迎
えた。共同浴場で初湯と称し昼間から湯を沸かして
いるというので行ってみると、先輩方が湯船にお盆
を浮かせてお酒を飲んでいた。さっそく仲間に入れ
てもらい、楽しく贅沢な時間を過ごした。
近くに女子寮が２つ、全学のいずみ寮（現放送大
学）
と附属看護専門学校の若葉寮
（現国領公務員住宅）
があり、３寮合同でダンスパーティーなどの行事が
行われていた。その後、若葉寮は廃止され、いずみ
寮は新寮建築時に養心寮と同じ敷地内に移された。
５年生の時に新寮を建設することとなり、寮生は
１年間それぞれ下宿を探して過ごすこととなった。
露木先輩と古い一軒家を借り１年過ごした。１年後、
新しい鉄筋３階建ての寮で学生生活最後の１年を過
ごし卒業した。新寮はきれいではあったが、すべて
一人部屋で何かよそよそしい感じがした。食堂も無
くなり皆で集まることもなくなった。たまに同級の
大島君や下級生が部屋に訪ねてきたくらいで、特段
の思い出がない。国試勉強だけして過ごしていたの
であろうか。
現在の養心寮について一言。当時の寮の住所は国
領町であったが、特に町内会とのつながりはなかっ
た。現在は若宮町に編入されている。私は昨年まで
若宮町自治会の一組長を務めていた。今の寮生たち
は町内会活動にも参加してくれており、夏祭りでバ
ンド演奏をしたり、敬老会への参加、資源ゴミの回
収などを手伝って地域に密着した学生寮となってい
る。彼らは新寮（といってももう既に30年以上経
っているが）での学生生活をエンジョイしているで
あろうか。我々が旧寮に対して抱く懐かしい思いを、
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今の寮生たちも新寮に対して抱くのだろうか。次第
に記憶がおぼろげになり思い出もぼんやりしたもの

平成25年(2013年)12月15日

になってゆくが、なぜか懐かしさとほろ苦さだけは
そのまま残り続けている。
（以上）
。

現在の養心寮

同窓会財政基盤強化協賛金ご協力の御礼とお願い
財務委員長 梅

枝 定 則（昭46卒)

会員の皆様方には平成23年12月以来、協賛金のお願いをしてまいりました。おかげさまで本年11月
30日現在、会員498名また法人等５件から合計11,191,000円の協賛金をいただきました。心より御礼を
申し上げます。
同窓会の財政基盤が脆弱となりつつあることから、「支部活動の充実支援」「学術集会補助金支援」等
を目的として、一口１万円以上の協賛金の協力をお願いし会員の２割程になる約1000名様からの賛同
を希望しておりましたがやっと半数に到達したというところです。今回を最後にもう一度だけ協賛金の
お願いをさせていただきたく思いますのでご理解下されば幸いです。なお法人税控除が適用されないこ
とを申し添えます。
皆様のご多幸とご健勝を願っております。
＊同封の振込票に依らず他の金融機関から振り込まれる口座番号
金融機関名
ゆうちょ銀行
店
名
〇一九（ゼロ イチ キュウ）
店
番
０１９
預金種目
当 座
口座番号
０２６３５３７
口座名称
医学部同窓会・刀城クラブ財政基盤強化係
（イガクブドウソウカイ・トウジョウクラブザイセイキバンキョウカカカリ）

同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧（平成25年９月12日〜平成25年11月30日まで）
卒 年
昭26卒
昭35卒

ご芳名（敬称略）
小 島 巴枝子
伊 吹 令 人

卒 年
昭46卒
昭46卒

ご芳名（敬称略）
澤 浦 美奈子
設 楽 利 二
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卒 年
昭53卒

ご芳名（敬称略）
大 西 直 人
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財 団 の ペ ー ジ
一般財団法人 群馬健康医学振興会
歴代理事長の顕彰
一般財団法人群馬健康医学振興会
理事長

森川 昭廣（昭44卒)

本年10月５日の同窓会総会の中で本財団の歴代
理事長を顕彰致しました。そこで思いつくままに先
生方のご活躍を書いてみました。
古くからの本会報を見ていくと、第97号（昭和
55年６月15日発行）に「健康医学」財団設立の記
事、正式発足のお知らせ、そして成立趣意書、事業
計画書が記事となっています。さらには役員一覧と
ともに初代の理事長であられる米津先生と当時の県
知事の清水一郎氏の写真、さらには衛生環境部長で
あった藤井佐司先生（昭和24年卒）の写真が掲載
されています。財団の記事がこの会報の主要な部分
を占め、いかにこの財団が同窓会員と県民の大きな
期待をもって発足したかがわかります。正式な県か
らの認可は昭和54年12月25日であり、大きな目標
として「臨床医学に重点がおかれ、立ち遅れている
健康増進のための医学に積極的に取り組む」と記さ
れています。現在、医学は治療もさることながら予
防に重点がおかれ、まさに時代を先取りした事業の
開始と思われます。
初代理事長の米津穆先生は設立発起人会から県へ
の許可申請や事業計画、役員人事等積極的に進めら
れ、短期間のうちに認可を得られました。先生は当
時鬼石町の米津病院の院長であり、また同窓会刀城
クラブの会長でもあられ、その激務の中で御仕事も
した、まさに現在の一般財団法人群馬健康医学振興
会の礎を築かれました。残念ながら、先生は昭和
63年２月に亡くなられました。この財団の発展を
天国でお慶びになっておられることと思います。
第二代目の理事長でいらした金沢義一先生は、昭
和63年２月から理事長になられました。先生のお
仕事は沢山ありますが、なによりも現在も続いてい
る県民のための「健康医学ガイド・主治医のアドバ
イス，わが家のドクター，健康づくり百科」の発刊
がまさに財団の事業計画の一つの大きな実現でし
た。編集委員や執筆者をみるとまさに同財団、同窓
会、大学挙げての大事業であったと思われ、その御
尽力に深く感謝致します。残念ながら、先生は平成
25年12月にご逝去されました。

第三代目の奈良純夫先生は金沢先生から引きつが
れた健康医学ガイド「続・主治医のアドバイス」を
発刊されました。当時小生が編集委員長をお引受け
しておりましたが、その間のガイドの編集に多くのサ
ジュスションをいただいたことを記憶しています。
第四代の理事長の饗場庄一先生は本財団の経済的基
盤について深くお考えになり、医師賠償責任保険の集
金事務取り扱い業務を財団の仕事として確立していた
だきました。先生のまさに鬼神のような御活躍で今の
経済基盤が確保され、その運営で順調に行っているの
も先生の御活躍と深く敬意を表するものです。
第五代の理事長の後藤文夫先生は、財団の経済基
盤の充実に伴い、医学部、病院との連携を重点的に
図り、当時の研修医センターに授業用のスキルスラ
ボの寄贈、医学部学生の運動部、文化部等への物品
等の支援を積極的に実施されました。このことによ
り財団と医学部との関係構築に貢献されました。
第六代理事長は山中英壽先生が務められ、この間
公益法人制度の改革が施行されたことに伴い、財団
のこれからの方向性の検討を重ね、現時点において
は一般財団法人に移行、将来は公益財団を目指すこ
とを確認されました。このため現在の運営方法及び
事業の改善を行い、定款の制定、理事会・評議員会
のあり方に尽力され、更には公益事業で群馬県下に
おける若手の医療関係者への研究助成金制度の導入
及び「重粒子線 切らずに治すがん治療と医療最前
線」の書籍の発刊をされました。
今、特例民法法人から「一般財団法人」へと移行
し、近いうちに｢公益財団法人｣になることを目指し
ています。公益財団法人化により、寄附者の税控除
等の手続きのメリットが出てくるものと思われます。
ここまでこられたのも歴代の理事長の方の御活躍
によるものと心から感謝申し上げるとともに皆様の
ご健勝をお祈り致します。
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財 団 の ペ ー ジ
一般財団法人 群馬健康医学振興会の
賛助会員入会をお願いしています
一般財団法人群馬健康医学振興会
常務理事

（昭44卒)
柳川 洋子

一般財団法人群馬健康医学振興会という長い名称
の代わりに以後は短く本振興会と言わせていただき
ます。
本振興会は平成24年４月に、一般財団法人とし
て認可されましたが、平成27年度には公益財団法
人の認定を得ることを目標にしております。
さて、本振興会はどのようなことをしている団体な
のでしょうか。大筋を言うと、次の３つの事業を柱
としております。
１、群馬県民の健康づくりのために、講座、研究会、
市町村が行う健康づくり事業などへの講師派遣
２、収益事業として医師賠償責任保険の事務代行、
および健康医学教育普及のための書籍発刊
３、地域の保健、
医療、
福祉向上のための助成金交付
具体的には健康医学調査、研究活動、健康医学普
及、社会貢献活動、健康医学国際交流と研究活動、
医学部学生の健康医学実習、その他保健、医学、福
祉の向上に貢献する活動に対し、総計100万円程度
（年間５〜10件）助成しています。
財政は収益事業収入と、賛助会員からの寄附金で
運営致しております。
このような本振興会の事業を継続することで群馬
県民の健康が増進されていけば、県民と地元病院や
医院の医師の間に信頼関係が生まれ、さらに群馬県
の医療状況が向上すれば、新卒の医者を地元に引き
寄せる魅力にもつながるのではないでしょうか。
本振興会が公益法人になった場合、寄附金の税額
控除が適応されますが、このためには個人会員及び
法人会員がおよそ年平均110人以上という条件が必
要です。平成27年度に公益法人認定を目指してい
る本振興会は、賛助会員入会者数の目標をこの条件
を満たすようにと考えております。
以上の趣旨をご理解いただき、是非賛助会員に入
会して下さいますようお願い申し上げます。
１．賛助会員とは
本振興会の目的に賛同いただき、所定の会費を納
めていただく、法人会員・個人会員の方々です。
２．入会の手続き
賛助会員入会申込書（財団ホームページよりダウ
ンロード）に所定事項を記入の上お申込みください。
http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/
zaidan/index.html

または、財団事務局にご連絡ください。申込書を
ご送付いたします。
３．賛助会員の特典
本振興会が発刊する医師シリーズの頒布、実施し
た事業と案内の報告及び法人会員には講師派遣の案
内をします。
４．賛助会費
○法人会員 １口 年額 50,000円
○個人会員 １口 年額 5,000円
５．会費の納入
○お申し込みは、下記口座に振り込みをお願いし
ます。
○ご入会の翌年以降は、本振興会からご通知申し
上げます。
○年額は、ご入会から１年間とし、年１回納入し
てください。
６．申し込み先
一般財団法人 群馬健康医学振興会
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町３丁目39−22
TEL027-220-7873 FAX027-235-1470
メールアドレス
gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp（財団事務局受信専用）
７．会費の振込先
○銀行振込の場合：東和銀行 前橋北支店 普通
店番012 口座番号481694
イッパンザイダンホウジングン マ ケンコウ イ ガクシンコウカイ

一般財団法人群馬健康医学振興会
リ ジ チョウ

モリカワアキヒロ

理事 長 森川昭廣
○郵便振替の場合：振込口座記号番号
00130−３−728390
一般財団法人群馬健康医学振興会
○他金融機関からゆうちょ銀行に振込の場合：
ゼロイチキュウ

〇一九 店（019） 当座0728390
一般財団法人群馬健康医学振興会
◆◆◆新規賛助会員ご入会者の報告◆◆◆
（平成25年8月1日〜同年11月、到着順、敬称略）
【個人会員】奈良純夫（昭31卒）、饗場庄一（昭31卒）
梅枝定則（昭46卒）、山田邦子（昭44卒）、根本俊和
（昭39卒）、永井伊津夫（昭43卒）、福田利夫（昭51
卒）
、金子達夫
（昭53卒）
、五十嵐佳子
（事務局員）
【法人会員】公立富岡総合病院（佐藤尚文院長・昭
54卒）、藤岡市国民健康保険鬼石病院（高橋伸夫院
長・昭51卒）、公立七日市病院（市川邦男院長・昭
54卒）、桐生厚生総合病院（丸田栄院長・昭52卒）、
株式会社 北栄、税理士法人思惟の樹事務所
☆これまでの賛助会員ご入会者数（平成25年６月
３日〜現在）
個人会員（16名） 法人会員（７団体）
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役員会だより
出席者 飯野会長 他19名 学友会２名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．同窓会総会と全国支部長・支部代表者会議につ
いて
３．前橋支部総会について
４．渋川支部総会について
５．財政基盤強化協賛金について
６．その他
協議事項
１．平成25年度事業計画について（案）
２．会報編集状況について
３．その他

第９回役員会（平成25年10月17日）

第10回役員会（平成25年11月27日）
出席者 飯野会長 他15名 学友会３名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．防災と医療の在り方を考える講演会について
３．財政基盤強化協賛金について
４．その他
協議事項
１．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
（案）
２．平成25年度退任教授記念送別会について
３．学術集会補助金について
４．会報編集状況について
５．役員会忘年慰労会について
６．その他

内

人

忠先生（昭42卒）

謹

告

ご逝去の報が同窓会事務局に入りました。
ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

正会員
昭和31年卒
昭和58年卒
昭和34年卒
昭和38年卒
昭和24年卒
昭和35年卒
昭和35年卒
昭和24年卒

長江
石井
設楽
石崎
小林
藤村
木村
金澤

大先生（平成24年８月逝去）
朗先生（平成25年６月10日逝去）
健先生（平成25年６月21日逝去）
高志先生（平成25年９月10日逝去）
昭夫先生（平成25年11月５日逝去）
秀先生（平成25年11月20日逝去）
利定先生（平成25年11月30日逝去）
義一先生（平成25年12月３日逝去）

書店に行くと、医療を否定する
本が増えていると感じます。なか
には、医療は不要であると主張する本もあります。
医師の立場からすると、各学会から発表されるガイ
ドラインに沿った診断・治療を、患者さんに充分に
説明し同意を得ながら行うことにより、医療への信
頼を回復したいと思いますが、降圧薬であるディオ
バンの国内で実施された臨床試験におけるデータの
改ざんの問題が、ガイドラインに引用される日本発
の臨床試験の信頼をも失墜させました。真相究明に
は、根拠となる全てのデータを入手しない限り不可
能とも言われていますが、このディオバン問題の真
相を明らかにできないようであれば、医薬品業界を
含む日本の医療全体の体質が疑われます。決して、
迷宮入りさせてはいけません。多くの医療関係者が
関心を持ち続ける必要があると思います。
さて、本号の表紙には、昭和20年当時の養心寮
の写真を用いました。また、公衆衛生学分野教授の
小山洋先生に、「旧養心寮の思い出」を書いていた
だきました。旧養心寮で青春時代を過ごした先生方
におかれましては、懐かしく、楽しい出来事がたく
さん思い出されるのではないでしょうか。次号以降
には、最近の養心寮の様子を現役の寮生に書いても
らう予定です。
最後になりますが、今年も残すところあとわずか
になりました。同窓の先生方におかれましては、何
かとお忙しく、また寒さ厳しくなる時期でございま
すので、くれぐれもご自愛賜りますようお願い申し
上げます。
（大山良雄）

編集後記

出席者 飯野会長 他14名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．防災と医療の在り方を考える講演会について
３．財政基盤強化協賛金について
４．その他
協議事項
１．会報編集状況について
２．その他

学

勲

瑞宝小綬賞 荻野

第８回役員会（平成25年９月19日）

第232号

事

【昇任】平成25年10月１日
佐藤 哲郎（昭62卒）附属病院内分泌・糖尿病内
科講師
平成25年11月１日
茂木
晃（平２卒）大学院医学系研究科病態総
合外科学准教授
平成25年12月１日
横尾 英明（平４卒）大学院医学系研究科病態病
理学教授
高澤 知規（平８卒）附属病院麻酔科蘇生科講師

福 田 利 夫 （ 昭 5 1 卒 ）、 平 戸 政 史
（昭53卒）、藤田欣一（昭56卒）、
安部由美子（昭57卒）、大山良雄（昭63卒）、星野綾美
（平13卒）、岩崎竜也（４年）、稲葉遥（４年）、小尾紀
翔（３年）
、成瀬豊（事務局）
、須田和花早（事務局）

編集委員
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